
鹿児島県では、「土砂災害防止法」に基づく土砂災
害警戒区域等の指定に向け、がけ崩れ・土石流などの
被害を受けるおそれのある場所の斜面や渓流の地形、
土地の利用状況等を調査しました。
調査結果を受け、下記の日程で県による説明会を開

催します。説明会では、土砂災害の発生するおそれの
ある危険箇所を市民の皆様に示し、今後の警戒避難体
制の整備などソフト対策について説明します。
市民の皆様の生命と身体を守るため、土砂災害のお

それがあると思われる区域にお住いの方をはじめ、多
数の出席をお願いします。
〇日時・会場

湊、湊町、川上地区については、10 月の中旬以降
を予定しています。

消費者金融やクレジットなどの多重債務問題、訪問
販売などによるトラブルなど、消費生活に関する問題
でお悩みの方を対象にした、司法書士による無料相談
会です。お気軽にご相談ください。
〇日　時	 9月28日（水）13：30 ～16：30
	 （相談時間は一人30 分程度）
〇場　所	 市役所（串木野庁舎）
〇申込み	 	相談希望の方は9月23日（金）までに水産

商工課へ申し込みください。

　がけ地に近接して建っている危険住宅を安全な
場所へ移転するための助成の平成 29年度分の募集
をします。
　移転に際し、危険住宅の撤去費用と新たな住宅の
建設・購入等のため金融機関から融資を受けた借入
金の利子相当額に対して補助金を交付します。
　詳しくはお問い合わせください。

〇対象住宅
・高さ 2ｍを越えかつ角度 30度を超えるがけに近
接

・昭和 46年 8月 31日以前に建設
・現に居住していること
・平成 29年度内に住宅の建設・解体を実施する方
〇申込期限	 9月30日（金）まで
〇申込・問合せ	 都市計画課建築係

市では、個人住宅のリフォームや増改築工事に対し
て、工事費の 15％（上限 15万円）を補助します。
詳しくはお問い合わせください。

〇対象工事
・工事費 20万円以上で市内業者が工事するもの
・工事が平成 29年 3月末日までに完了するもの
・市外から市内に転入してくることが確実な方、ま
たは中古住宅購入者

　※補助金は、1世帯１回のみです。
〇対象外となる工事
・外構工事、倉庫・車庫の増築および設備機器等の
購入で改修工事が伴わないもの

・災害保険及びその他補助を利用したもの
〇申込・問合せ　都市計画課建築係

パスポートの申請、受け取りは串木野庁舎市民課で
できます。
対象者は、本市に住民登録をしている方、市外に住

民登録をしているが、本市に居所のある方です。
なお、受け取りまでには土日、祝日等を除いて 10

日かかりますので、余裕をもって申請してください。
必要書類等詳しくは、串木野庁舎市民課までお問い

合わせください。

土砂災害警戒区域指定についての説明会開催
土木課（☎ 21-5150）まちづくり防災課（☎ 33-5631）

住宅リフォームへの補助金あります
都市計画課（☎ 21-5154）

がけ地に近い危険住宅の移転に助成します
都市計画課（☎ 21-5154）

借金等でお困りの方。まず相談しませんか？
～司法書士による消費生活無料相談会～

水産商工課（☎ 33-5638） パスポートの申請・受け取りは市役所で
市民課（☎ 33-5611）

開催日 時間 対象地区 説明会場

9/13（火） 19：30 照島 照島交流センター

9/14（水） 19：00 中央・大原・本浦 市役所2階会議室

9/15（木） 19：30 荒川 荒川交流センター

9/16（金） 19：00 上名 上名交流センター

9/20（火） 19：00 羽島 羽島交流センター

9/27（火） 19：30 野平 野元公民館

9/28（水） 19：00 冠岳 冠岳交流センター

9/29（木） 19：30 生福 生福交流センター

10/11（火） 19：30 川南・川北 川北交流センター

10/27（木） 19：00 旭 旭交流センター
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予約制による年金相談です。年金についてわからな
いこと、過去に厚生年金・船員保険などに加入してい
た方もご相談ください。
〇日　時	 10 月 11 日（火）10：00～ 15：30
〇場　所	 市来庁舎　1階会議室
〇相談員	 川内年金事務所職員
〇申込期限	 10 月 4日（火）
〇相談当日持参するもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・身分証明書（運転免許証、保険証、パスポート等）
・代理の場合、委任状と身分証明書が必要です。

学校保健安全法第 11 条に基づき、平成 29 年４月
小学校入学予定児の「就学時健康診断」を実施します。
平成 22 年４月２日から平成 23 年４月１日までに

生まれたお子さんのいる対象世帯には通知書が届きま
す。保護者同伴のうえ、全員必ず受診してください。
なお、受診時には、通知書、診断票、アンケート等

をお持ちください。
〇会　場	 いちきアクアホール
〇日　程

市では、平成 29 年度から 38 年度まで 10 年間の
市のまちづくりの基本的な指針となる「いちき串木野
市第 2次総合計画」の策定を進めており、このたび、
その基本構想（案）を作成しました。
この基本構想（案）に対する市民の皆様のご意見を

募集しています。
〇募集期間　9 月 30 日（金）まで
〇閲覧場所
政策課（串木野庁舎）、市民課（市来庁舎）、市のホー
ムページでご覧いただけます。

〇応募方法
任意の様式に意見・住所・氏名を記入し、政策課へ
提出してください。（郵送、メール、FAX可）
メール seisaku1@city.ichikikushikino.l

エル

g.jp	
FAX　32-3124

※寄せられたご意見へ個別回答は行いません。また、
ご意見は、個人情報を除き公開が前提となります。
ご了承ください。

鹿児島県司法書士会などでは、10	月 1日「法の日」
の記念事業として無料相談所を開設します。
お気軽にご相談ください。

〇日　時　10 月 1日（土）10：00～ 16：00
〇場　所　中央公民館　1階第 1・2会議室
〇相談内容
・土地建物の登記　
・会社の登記
・土地の地積、分筆、測量、境界
・所得税、贈与税、相続税、その他税務一般
・遺言書
・成年後見手続き
・裁判手続や裁判所に提出する書類の相談等
・消費者金融問題、架空請求問題
・供託
・その他様々な相談
〇主　催
県司法書士会、県土地家屋調査士会、南九州税理士
会鹿児島県連合

〇問合せ　鹿児島県司法書士会　☎ 099-256-0335

10 月 23 日、大阪市中央区で「第 21回関西い
ちき串木野会」が開催されます。
本市出身者の方であればどなたでも参加でき

るので、関西居住の兄弟や親せき、知り合い等が
いる方は、その方へ開催をお知らせください。
なお、参加を希望する方は、事務局から案内状

を送付します。詳しくはお問い合わせください。
〇問合せ	 関西いちき串木野会事務局
	 　　串木野地区担当　坂下　090-5900-2909
	 　　市来地区担当　　今田　090-9703-1115

関西いちき串木野会より
　　関西居住の方へお知らせ願います

第2次総合計画基本構想（案）に対する
意見を募集

政策課（☎ 33-5634）

小学校就学時の健康診断を受診しましょう
学校教育課（☎ 21-5127）

年金相談所を開設
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎ 21-5114）

「無料法律・登記・税務相談所」を開設
水産商工課（☎ 33-5638）

実施日 対象小学校区

10/4（火）
13：00～

串木野小・生福小・荒川小・
冠岳小

10/5（水）
13：00～

照島小・羽島小・旭小・市来小・
川上小
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次の２つの臨時給付金の対象になると思われる方
には、９月上旬に申請書を送付します。同封の返信用
封筒を使い期限までに申請してください。
詳しくはお問い合わせください。

※所得の状況により給付対象者にならない場合もあり
ます。

※税の修正申告をして住民税が課税されなくなった方
は、対象となる場合があります。

〇申請期限	 平成29年２月28日（火）まで（消印有効）

〇給付額	 3,000 円
〇給付対象者
　平成 28年度分の市民税が課税されていない方
※ご自身の扶養者が課税されている場合や生活保護
受給者は対象外です。
※「高齢者向け給付金」（3万円）の支給対象者も
受給できます。

〇給付額	 30,000 円
〇給付対象者
平成 28 年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、
平成 28年５月分の障害基礎年金や遺族基礎年金等
を受給している方
※「高齢者向け給付金」（3万円）を受給した方は
対象外です。

〇問合せ	 福祉課　高齢障害係

糖尿病予防の基本は毎日の食事にあります。
糖尿病が少し気になる早めの時期から食事につい

て学んでみませんか。
〇日　時	 ９月 14日（水）9：30～ 13：00
〇内　容	 管理栄養士による講話
	 昼食バイキング
	 ※	いつも使用しているご飯茶わんと筆記

用具を持参してください。
〇場　所	 串木野健康増進センター
〇対象者	 	健診等の血液検査でＨｂＡ ₁ ｃの値が

5.6% 以上 6.5% 未満で服薬していない
方またはその家族

〇参加費	 無料
〇定　員	 先着 20名
〇申込締切	 ９月９日（金）

厚生労働省では、80 歳で 20 本の歯を残すことを
目標に「8

ハチマルニーマル

020 運動」を推進しています。
本市でも、11 月 22 日に開催予定の元気いきいき

フェスタ（保健福祉大会）で、20 本以上自分の歯を
持つ 80歳以上の方を表彰します。
該当する方は、下記の歯科医院までご連絡くださ

い。なお、前年度までの表彰者は対象外となります。
〇応募期間	 9 月 15 日（木）～ 10月 15日（土）
〇応募資格
平成 28年 10月 15 日時点で 20本以上の自分の歯
を持つ 80歳以上の元気な市民

〇応募場所
あおい歯科・えとう歯科・えのもと歯科医院・茶圓
歯科クリニック・羽島歯科クリニック・濵田歯科医
院・ひまわり歯科医院・前薗歯科医院・前田歯科・
マコト歯科医院・丸田歯科クリニック・みどり歯科

〇応募方法	 	応募場所にて無料の歯科検診を受けてく
ださい。

〇問合せ	 串木野健康増進センター

｢下水道の日｣ は、1961 年（昭和 36年）、普及率６％
と著しく遅れていた下水道を全国に普及させるため、
｢全国下水道促進デー｣ として始まったもので、現在
は ｢下水道の日｣ と、より親しみのある名称に変わっ
ています。
公共下水道事業は、川や海の水をきれいにし、健康

で住みよいまちづくりを進めることを目的としていま
す。しかし、多くのご家庭や事業所などが公共下水道
に接続しないと、その目的は達成できません。
市民の皆様におかれても、公共下水道事業の目的を

十分にご理解いただき、排水設備の設置と水洗化に取
り組んでいただきますようお願いします。
また、公共下水道の建設費の一部に充てられる『受

益者負担金』や、公共下水道の施設等の維持管理の費
用に充てられる
『公共下水道使用
料』の納付につ
いて、今後とも
皆様のご理解と
ご協力をお願い
します。

2つの臨時給付金の申請を受け付けます
福祉課（☎ 33-5619）

食べて学ぶ～糖尿病予防教室を開催
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

平成 28年度臨時福祉給付金

障害・遺族年金受給者向け給付金

80歳以上で20本以上の歯を持つ
元気な方を募集しています
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

９月10日は下水道の日
～下水道　水がいからの　守り神～

上下水道課（☎ 21-5157）
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次の施設を平成 29年 4月から管理する指定管理者
を募集します。募集要領等詳しくは担当課へお問い合
わせください。また、市ホームページにも掲載してあ
ります。
〇募集する施設

〇応募資格
・法人等の団体であること。法人格は必ずしも必要
ではありませんが、個人の応募はできません。

・その他詳細は募集要領によります。
〇募集期間　9 月 6日（火）～ 9月 26日（月）

環境省では、中小事業者が事業活動に省エネを組み
込み、CO2 削減やコスト改善により経営力の強化を
図る簡素な環境経営システム、「Eco-CRIP（エコクリッ
プ）」補助事業について公募を開始しています。
この補助事業では、中小事業者は専門家の支援を受

けながら無理なく環境経営システムの構築に取り組む
ことができるようになっています。
詳しくはお問い合わせください。

〇募集数　全国で 275 事業所程度
〇申込・問合せ
　ECO－ KEEA 九環協（一般財団法人九州環境協会）
　☎ 092-662-0410　　FAX092-674-2361
　メールアドレス　ea21@keea.or.jp

〇日　時	 9 月 25 日（日）9：00～ 12：00
	 （受付 8：30～ 8：50）
〇場　所	 消防本部　２階会議室
〇定　員	 20 名（定員になり次第締切）
〇対象者	 	市内に居住または勤務（在学）している

中学生以上の方
〇受講料	 無料
	 ※受講者には全員修了証を交付します。
〇申込期限	 9 月 23 日（金）まで
〇申込・問合せ　消防本部救急係

川内技術開発センターでは、12 月に実施される第
1種・第２種電気工事士の技能試験に向け、筆記試験
合格者を対象にした実技の講座を開催します。

※ 11月 27日は第 1種・第 2種合同開催
※受講料は材料代、器具使用料等含む
〇申込み	 10 月７日（金）までに電話または FAX
	 （講座名・住所・氏名・電話番号）
〇問合せ	 川内技術開発センター
	 ☎ 22-3873　FAX20-6423

〇試験の種類	 甲種・乙種（第１～第６類）・丙種
	 ※乙種の複数受験可
〇受付期間
・電子申請　9月 26日（月）～ 10月 8日（土）
	 	 http://www.shoubo-shiken.or.jp
・書面申請　9月 29日（木）～ 10月 11日（火）
	 	 ※土・日・祝祭日を除く

〇受付場所	 （一財）消防試験研究センター
	 鹿児島県支部
〇試験日時	 11 月 19 日（土）	9：30 ～
〇試験会場	 県立川内商工高校他県内 11会場
※ 10月に受験準備講習会も実施されます。
※受験願書等は消防本部といちき分遣所にあります。

普通救命講習会
消防本部（☎ 32-0119）

指定管理者の募集
総務課（☎33-5626）

中小事業者のためのCO2削減プログラム
補助事業参加者募集

生活環境課（☎ 33-5614）

募集番号 施設 担当課

① 観音ヶ池市民の森 農政課
☎ 33-5635

②

串木野駅前駐車場、
市来駅前駐車場、
串木野駅前広場、
市来駅前広場、
神村学園前駅前広場

水産商工課
☎ 33-5638

③ 総合体育館

市民スポーツ課
☎ 21-5129④ 多目的グラウンド、

庭球場、市来運動場

⑤ パークゴルフ場

⑥

市来体育館、市来武道
館、市民プール

市民スポーツ課
☎ 21-5129

川北スポーツ公園 農政課
☎ 33-5636

秀栄ドーム 市来庁舎市民課
☎ 21-5117

危険物取扱者試験の実施
消防本部（☎ 32-0119）

電気工事士（第1種・第2種）資格試験対策講座
水産商工課（☎ 33-5638）

日時 募集数 受講料

第 1種

10/16　10/30
11/13　11/27
日曜日
　9：00～ 16：00

10 名
程度 33,000 円

第 2種
（下期）

10/23　11/6　
11/20　11/27
日曜日
　9：00～ 16：00

10 名
程度 30,000 円

4



秋の行楽シーズンを迎え、レジャー等に伴う交通事故が予想されます。一人ひとりが交通ルールを守り、正し
い交通マナーを習慣づけるよう心がけましょう。

■子どもと高齢者のみなさん
・道路を横断する際は、左右の安全確認を十分に行い、斜め横断や車の直前・直後の横断は絶対にしないで
ください。

■ドライバーのみなさん
・高齢運転者マークを付けた車、子どもや高齢の歩行者等を見かけたら、減速・徐行するなど「思いやりの
ある」運転を実践しましょう。

■ドライバーのみなさん
・「早めの点灯」、「原則上向き点灯」、「トンネル内点灯」の『３（サン）ライト運動』を実施しましょう。
■歩行者のみなさん
・夕暮れ時や夜間に外出するときは、夜光反射材を着用するとともに、運転者から見やすい明るい服装に心
がけましょう。

■自転車利用のみなさん
・夕暮れ時や夜間は、必ずライトを点灯し、リフレクター等反射材を装備するとともに、交差点においては
信号遵守、一時停止、安全確認を徹底しましょう。

・保護者は、13歳未満の子どもに対しては、ヘルメットを着用させるよう努めましょう。

①　酒を飲んだら運転しません	 ②　運転するなら酒は飲みません
③　酒を飲んだ人には運転させません	 ④　酒を飲んだ人には車は貸しません
⑤　運転する人には酒はすすめません	 ⑥　酒を飲んだ人の車には同乗しません
⑦　使用者は、従業員に飲酒運転を命じたり、認めたりしません
⑧　酒を飲んだら自転車にも乗りません
■ドライバーのみなさん
・飲酒運転は重大事故につながるおそれがあるばかりか、社会的にも許されない重大な犯罪であることを自
覚し、飲酒後は絶対に車を運転してはいけません。また、飲酒した翌日でも、アルコールが残っている
場合があるので、翌日運転する予定がある場合は、飲酒量・飲酒時間に配慮しましょう。

～全席ベルト着用！！「します・させます」運動の展開～
・車を運転するならシートベルトをします
・車に同乗するならシートベルトをします
・子ども（幼児）にはチャイルドシートをさせます
・後部座席を含む全席にシートベルトをさせます

最重点「	子どもと高齢者の交通事故防止	」

重点１　夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止

重点２　全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底	

重点３　飲酒運転の根絶　～『飲酒運転「８せん」運動』の展開～

飲酒運転は犯罪です！

まちづくり防災課（☎ 33-5631）

秋の全国交通安全運動 9月21日（水）～30日（金）
スローガン「ルールとマナー　乗せて走ろう　秋の道」

～ ９月30日（金）は「交通事故死ゼロ」を目指す日 ～
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どなたでも参加できます。
〇日　時	 9 月 22 日（木・祝）10：00～ 15：00
〇場　所	 串木野自動車教習所
〇内　容	 ・フリーマーケット
	 ・ネイルケア体験
	 ・ゴーカート体験
	 ・はしご車搭乗体験など
〇問合せ	 串木野自動車教習所　☎ 32-9222

県では、県管理河川・海岸で活動する団体を「みん
なの水辺サポーター」として認定し、助成する事業を
行っています。
〇認定団体	 	県管理河川・海岸の一定区間 100 ｍ

以上の区間を年 1回以上、定期的な
清掃・美化活動を行う団体

〇参加申込	 参加申込書を鹿児島地域振興局へ提出
〇補助金額	 1 団体あたり年間 30,000 円を上限
〇対象経費	 	混合油、ごみ袋、軍手、草刈機の替刃、

鎌、ほうき、ちりとり、ゴミはさみ、
一輪車の購入費、重機運搬車両のリー
ス料、草木等の処分手数料

	 	 ※領収書の写しが必要です。
〇申込・問合せ
鹿児島地域振興局　☎ 099-805-7307

県では、県管理道路で活動する団体を「ふるさとの
道サポーター」として認定し、助成する事業を行って
います。
〇認定団体	 	県管理道路の一定区間 100 ｍ以上の区

間を年 1回以上、定期的な清掃・美化
活動を行う団体

〇参加申込	 	参加申込書を鹿児島地域振興局へ提出
〇補助金額	 1 団体あたり年間 30,000 円を上限
〇対象経費	 	混合油、ごみ袋、軍手、花苗、肥料、草

刈機の替刃、鎌、ほうき、ちりとり、ゴ
ミはさみ、一輪車の購入費、重機運搬車
両のリース料、草木等の処分手数料

	 ※領収書の写しが必要です。
〇申込・問合せ
鹿児島地域振興局　☎ 099-805-7307

鹿児島国際大学と共同で、集落点検やワークショッ
プを行い、今後の地域づくりの提案等を行う、ふるさ
と水土里（みどり）探検隊（羽島地区）を開催します。
小学生以上ならどなたでも参加できます。
〇日　時	 9 月 25 日（日）13：00～ 17：00
〇場　所	 羽島交流センター
〇内　容	 集落点検（約２㎞を歩いて点検します）
〇参加料	 無料
〇申込期限	 ９月 15日（木）
〇申込・問合せ　農政課

豊かなふる里の海を次の世代へ引き継ぐために、マ
ダイの稚魚を放流します。会場では、さまざまな催し
があります。お気軽にご参加ください。
〇日　時	 9 月 10 日（土）13：00～ 16：00
	 　　　　		（式典 14：00～ 15：00）
〇場　所	 串木野漁港外港（まぐろ本町）
〇参加費	 無料
〇内　容	 どなたでも参加できます。
・マダイ稚魚の放流（稚魚がなくなり次第終了）
・旭小学校・生福小学校・冠岳小学校児童による『海』
をテーマにした大型絵画の展示

・くしきの森の子ども園の園児によるソーラン節
・マダイ稚魚への餌やり体験
・ヒラメ稚魚のタッチングプール
〇問合せ	 	公益財団法人かごしま
　　　　　豊かな海づくり協会
　　　　　☎ 0994-32-5604

文化祭に出演する団体・個人を募集します。
〇日　時	 11 月６日（日）
〇場　所	 市民文化センター
〇出演時間	 1 団体・個人　10分程度
	 ※文化協会加盟団体を除く
〇出演条件	 特になし
〇応募方法	 	申込用紙は、社会教育課、市立図書館本

館、アクアホールにあります。提出も同
場所へ。なお、土日・祝日は社会教育課
以外の場所へ提出。

　※応募多数の場合は、選考のうえ決定します。
〇応募締切	 9 月 19 日（月・祝）
〇問合せ	 社会教育課文化振興係

交通安全フェアinくしきの
まちづくり防災課（☎ 33-5631）

みんなの水辺サポート推進事業活動団体募集
土木課（☎ 21-5151）

ふるさとの道サポート推進事業活動団体募集
土木課（☎ 21-5151）

ふるさと水土里の探検隊（羽島地区）
開催のお知らせ

農政課（☎ 33-5636）

マダイの稚魚を放流しよう
～ふる里の海づくり事業～

水産商工課（☎ 33-5637)

文化祭出演者募集
社会教育課（☎ 21-5113)
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今年 10月 1日から株式会社や特例有限会社の登記
申請に必要となる書類が変更されます。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

〇問合せ　鹿児島地方法務局法人登記部門　堤
　　　　☎ 099-259-0636

いちき串木野市国際交流協会では、県国際交流員に
よる中国料理・文化紹介講座を開催します。
中国の味を楽しみながら、文化を学んでみません

か。
〇日　時	 ９月 17日（土）10：30～ 14：00
〇場　所	 中央公民館調理室
〇募集数	 20 名（定員になり次第締切。託児有）
〇内　容	 中国料理講座、中国文化紹介
〇講　師	

しゅん

	海
かいせい

静さん（県国際交流員）
〇参加料	 500 円（会員は無料）
〇申込み	 9 月 15 日（木）までに協会事務局へ
	 ☎ 33-5624（市役所政策課内）

「科学の祭典」を以下のとおり開催します。
今年も、市内外の学校の先生や科学サークル等の

方々の協力を得て、製作や実験・観察など、13のブー
スを出展する予定です。
ぜひ、科学の楽しさをたっぷりと味わってくださ

い。多くの皆様の来場をお待ちしています。
〇日　時	 9 月 22 日（木・祝）10：00～ 15：00
〇場　所	 いちきアクアホール
〇内　容	 	スライムを作ろう、テーブルシャボン玉、

高分子吸水体で遊ぼう、ブーメラン作り、
葉脈標本しおりを作ろう、プラ板アクセ
サリー、Ｗ回転浮沈子、真空管ラジオを
聞いてみよう、水と大気のチカラ、アメ
リカンフラワーを作ろう、サッカーボー
レンを作ろう

〇対象者	 幼児から大人まで
〇入場料	 無料

〇日　時	 10 月 26 日（水）9：00～
※雨天の場合は 10 月 27 日（木）に
延期

〇場　所	 多目的グラウンド
〇参加資格	 市民
〇チーム編成	 1 チーム 5人編成
〇参加料	 1 人 500 円（当日徴収）
〇申込締切	 10 月 6日（木）

※チーム名・代表者の住所・電話番号
を記入のうえ、FAX で申し込んで
ください。

　（様式は自由）
〇申込・問合せ　市グラウンド・ゴルフ協会
	 橋口　☎・FAX　36-3920
	 萩原　☎・FAX　36-3217

ビートルズのコピーバンドによるアコースティッ
クギターライブです。
〇日　時	 9 月 25 日（日）
	 3 ステージ（1ステージ 7～ 8曲）
	 	 第１部　11：00～ 11：40
	 	 第 2 部　14：00～ 14：40
	 	 第 3 部　16：00～ 16：40
〇場　所	 薩摩藩英国留学生記念館デッキ下
	 （雨天時はライブラリー）
〇料　金	 無料
〇問合せ	 いちき串木野市総合観光案内所
	 ☎ 32-5256

～地かえて祭り～スーパーダンス王決定戦の出場者募集
今年も熱い戦いが！皆さんの挑戦をお待ちしてい

ます。
〇内　容	 	採点方式のダンスコンテスト。持ち時間

は、予選２分、ファイナル５分。
〇日　時	 10 月 29（土）15：30～ 17：00予定
〇場　所	 地かえて祭り会場内メインステージ
	 （幅 12.6 ×奥行き 7.2 ｍ）
〇応募資格	 	年齢・性別・住所・ダンスのジャンルは

問いません。小学生以下は保護者の同伴
が必要です。

〇応募締切	 9 月 26 日（月）
〇応募先	 いちき串木野商工会議所青年部事務局
	 ☎ 32-2049
祭りの情報や取組み状況などを広報紙で紹介して

いきます。次号もお楽しみに！！

「青少年のための科学の祭典」
いちき串木野市大会

学校教育課（☎ 21-5127）

水産商工課（☎ 33-5638）
ニュース vol.5

いちき串木野づくし産業まつり

おかげさまで
15回目を迎えます

10
29（土）・30（日）

株式会社・特例有限会社の登記手続きが変わります
水産商工課（☎ 33-5638）

いちき串木野市秋季親善交流
グラウンド・ゴルフ大会参加チーム募集

市民スポーツ課（☎ 21-5129）

薩摩藩英国留学生記念館アコースティックライブ
～ビートルズだよ！全員集合！～

観光交流課（☎ 33-5640）

中国料理・文化紹介講座	参加者募集
政策課（☎33-5624）
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よく使う簡単な日常英会話を楽しく学びましょう。
〇日　時	 	10/13、10/20、10/27、11/10、
	 11/17、11/24（木曜日）
	 	19：30 ～ 20：30（全 6回の講座です）
〇場　所	 中央公民館	１階	会議室
〇対象者	 市内に居住または勤務している方
〇定　員	 15 名
〇受講料	 無料
〇申込み
社会教育課、中央公民館、いちきアクアホールにあ
る申込書に記入し、備え付けのポストに投函、また
は電話・FAX で氏名・住所・電話番号・年齢など
をお知らせください。（FAX	36-5044）

〇締　切	 9 月 20 日（火）
※定員を超えた場合は初心者優先とし、それ以外は抽
選となります。

※申込者が少ないときは開講しない場合があります。
※申込結果は全員に通知します。

月ごとに、プリザーブドフラワーやプチアクセサ
リーを作ります。
手作り好きな方、一緒に楽しみましょう。

〇日　時	 10/14、11/11、12/9、1/13
	 （第２金曜日）
	 19：00 ～ 20：30（全 4回の講座です）
〇場　所	 中央公民館	１階	会議室
〇定　員	 15 名
〇受講料	 無料（材料代は自己負担	一月 2,500 円）
〇申込み
社会教育課、中央公民館、いちきアクアホールにあ
る申込書に記入し、備え付けのポストに投函、また
は電話・FAX で氏名・住所・電話番号・年齢など
をお知らせください。（FAX	36-5044）

〇締　切	 ９月 20日（火）
※定員を超えた場合は初心者を優先し、それ以外は抽
選となります。

※申込者が少ないと開講しない場合があります。
※申込結果は全員に通知します。

〇いきいき女性講座

〇育児支援講座

〇場　所	 働く女性の家
〇対　象	 市内に居住または勤務している方
	 いきいき女性講座‥‥女性優先・男性も受講可
	 育児支援講座‥‥‥‥乳幼児のいる親が対象
〇受講料	 無料（材料費は実費自己負担）
〇申込み	 9 月 24日（土）までに働く女性の家へ（受付時間：火曜～土曜　9：00～ 17：00）

「英語に親しむ教室」受講生募集
社会教育課（☎ 21-5128）

「きらきらくらす」受講生募集
社会教育課（☎ 21-5128）

働く女性の家講座受講生募集
働く女性の家（☎ 32-7130）

講座名 日時	 定員 内容（持ってくる物・材料費） 託児

洋服のカラー
コーディネート

10/13（木）
10：00～ 11：30

15 名
手持ちの服を素敵に着回せるようにカラー
コーディネートを学びます。 満２歳以上

～未就学児
（受講申込時
に申込）秋の和菓子

10/27（木）
9：30～ 12：00

30 名
生八つ橋といきなり団子を作ります。
（エプロン、三角巾・400 円程度）

初めての編み物
10/12（水）
10/19（水）

10：00～ 11：00
10 名

簡単な子どものマフラーを作ります。
（300 円程度） 乳幼児～

未就学児
（受講申込時
に申込）リンパマッサージ

10/26（水）
10：00～ 11：00

10 名
自然治癒力を引き出して体調不良や病気を
予防します。
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